
平 成 20年 度 事 業 報 告

自 平成 20年  4月  1日
至 平成 21年  3月 31日

記

1.会 議

(1)平成 20年度定時総会

(平成 20年 5月 23日 /メ アレパルク)

平成 19年度事業報告並びに収支決算報告

平成 20年度事業計画並びに収支予算案

平成 20年度役員選任

(2)幹事会

第 1回 (平成 20年 5月 23日 /メ ルパルク)

会長、副会長選任、各幹事会社担当役割確認

第 2回 (平成 20年 6月 5日 /パ ソナ 名古屋研修室)

平成 20年度定時総会結果報告

第 38回研修会の最終確認

第 39回研修会の内容検討

地域のひろば第 15号制作について

第 3回 (平成 20年 7月 24日 /大名古屋ビル 会議室)

第 38回研修会の実施報告

第 39回研修会の内容検討

地域のひろば発送作業

第 4回 (平成 20年 9月 26日 /大名古屋ビル 会議室)

第 39回研修会の内容確認

中部経済新聞座談会の内容検討

第 5回 (平成 20年 12月 4日 /シャインズ)

第 39回研修会の実施報告

第40回研修会の内容検討

平成 21年度定時総会について



第 6回 (平成 21年 2月 19日 /大名古屋 ビル 会議室 )

会費改訂について

平成 21年度定時総会について

第 40回研修会の内容検討

第 7回 (平成 21年 4月 16日 /大名古屋 ビル 会議室 )

次期幹事選任および役割について

平成 21年度定時総会について

第 40回研修会の内容検討

2.対協会活動

(1)「第 1回全国地域協議会会長会議」に秋吉会長出席

(平成 20年 4月 8日 )

(2)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 4月 25日 )

(3)「平成 20年度 定時総会」に秋吉会長他数社出席

(平成 20年 5月 28日 )

(4)協会主催 「人材育成セ ミナー」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 6月 26日 )

(5)「第 1回全国地域協議会交流会」に会長・副会長他出席

(平成 20年 7月 18日  広島)

(6)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 8月 7日 )

(7)協会主催 「派遣先セ ミナー」に協力、秋吉会長他出席

(平成 20年 9月 10日 )

(8)「第 2回全国地域協議会会長会議」に秋吉会長出席

(平成 20年 9月 30日 )

(9)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 10月 31日 )

(10)「第 2回全国地域協議会交流会」に秋吉会長出席

(平成 20年 11月 14日  仙台)



(11)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 12月 17日 )

(12)「平成 21年講演会 。新年賀詞交歓会」に数社出席

(平成 21年 1月 20日 )

(13)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、秋吉会長他出席 挨拶

(平成 21年 2月 20日 )

(14)「 第 3回全国地域協議会会長会議」に秋吉会長出席

(平成 21年 2月 24日 )

3.対行政、協議会、広報活動

(1)愛知県経営者協会総会に秋吉会長出席

(平成 20年 5月 28日 名古屋商工会議所 ビル )

(2)愛知労働局需給調整事業部へ新三役就任挨拶 (正副会長 )

(平成 20年 5月 30日 名古屋広小路 ビルヂング)

(3)連合愛知労働者派遣事業適正運営協力員連絡会議に会長・副会長出席

(平成 20年 7月 25日  ホテル名古屋ガーデンパ レス)

(4)「平成 20年度安全なまちづくり愛知県民大会」に秋吉会長他出席

(平成 20年 10月 14日  愛知芸術文化センター)

(5)中部経済新聞社主催座談会

テーマ 「人 と仕事を結びつけ社会の期待に応える業界へ」

(平成 20年 10月 16日  中経ビル )

掲載 日 平成 20年 11月 7日 (中部経済新聞)

(6)愛知県知事、愛知労働局長連名 「雇用の安定のために」

要請状を秋吉会長受領

(平成 20年 12月 11日  サンスタンフ)

(7)「暴力追放愛知県民会議主催 暴力追放セ ミナー」に秋吉会長出席

(平成 21年 2月 12日  中京大学文化市民会館 )

(8)愛知県知事、愛知労働局長連名

「雇用の安定 と住まいの確保のために」

お願状を秋吉会長受領

(平成 21年 3月 3日  サンスタンフ)



4,総務部会活動

(1)会員の拡充

① 会員拡充の為、未加入の企業への加入働誘文書を送付並びに幹事会社を

中心に電話・訪社による勧誘活動を実施

②会員数の状況 (平成 21年 3月 31日 時点)

会員数 :128社 (-8社 )

1)入会・・ 。11社
いアイシン・コラボ

中電興業い 中電キャリアメイ ト

いケミック

帥タスクフォース 名古屋支店

爛ヤマハビジネスサポー ト

爛アシス ト

いキャリオール 名古屋営業所

爛オムキャス ト

トヨタすまいるライフ爛

爛Bё・Groove
爛セールスマーケティング

2)退会 。・・ 19社
爛ヒューマネット

プライムビジネススタッフ腑

帥グンドウイル

爛NTT西 日本‐静岡

爛NTT西 日本‐岐阜

爛NTT西 日本・二重
パーンネルサービス爛

爛ジョブステーション

い花絹

爛ファレキャス ト
コアウォール爛

爛ナオス

シロキクリエイ トサービス棚

爛リクルー トスタンフイングシティーズ

ニスコム爛

爛ユーオーエス

爛 トラス トスタンフ

爛ビー トップスタンフ

テンプスタッフ爛



3)社名変更・・・ 1社

松下エクセルスタンフ爛 中部支店

⇒パナノニックエクセルスタンフ伽 名古屋支店

(2)健康診断

定期健康診断の推進

(3)協会主催「平成20年度派遣元責任者講習」に協力

① 愛知会場

開催日

場 所

参加者

② 愛知会場

開催 日

場 所

参加者

③ 愛知会場

開催日

場 所

参加者

④ 愛知会場

開催 日

場 所

参加者

⑤ 愛知会場

開催 日

場 所

参加者

平成 20年  4月 25日 (金 )

ルブラ王山

297名

平成 20年 8月  7日 (木 )

メルパルク名古屋

229名

平成 20年 10月 31日 (金 )

ルブラ王山

165名

平成 20年 12月 17日 (水 )

メルパルタ名古屋

175名

平成 21年  2月 20日 (金 )

ルブラ王山

196名



5. 事業部会活動

(1)研修会

① 第38回

実施 日

場 所

参加者

内 容

講 師

参加者

② 第 39

実施 日

場 所

参加者

内 容

平成 20年 11月 19日

メルパル ク名古屋

77社  145名

『 派遣法改正の動向』

(初 日本人材派遣協会

『「感 じて 。興味を持つて

人材活性プロデューサー

終了後、懇親会開催

69祖1 128名

(水 )

大原副理事長

・動く」人づくり !』

大谷 由里子氏

<参考資料 -1、 2>

平成 20年 7月 11日 (金 )

メルパルク名古屋

70社  134名
『人材派遣ビジネスにおける大切なこと』

仰コンサルティング ミッション

代表取締役    秋元 次郎氏

終了後、懇親会開催

62准上 122名

参力日者

(2)協議会会員 PR活動

① 中部経済新聞へ行政と協議会役員の座談会及び会員 PR掲載

テーマ「人材派遣の原点に立ち戻る」

掲載日:平成 20年 11月 7日

会員 135社の社名 。電話番号を掲載

② 研修会記録 (写真)の配布

研修会の様子を撮影し、記録及び報告としてカラー版を作成

全国地域協議会及び中部地域協議会全会員に配布



(3)『地域のひろば 第 15号』発行 (平成20年 7月 )

内容 :『我が業界はその真価が問われています。』

社国法人日本人材派遣協会

会長     鎌田 和彦 氏

『だからこそ、今、派遣事業の適正な運1営を』

愛知労働局 需給調整事業部

部長    鏡味 次男 氏

『アドバイザー制度の概要と

名古屋相談センターの状況』

中部ブロック相談センター

アドバイザー 坂西 英機 氏


